
大分県合同輸血療法委員会の活動状況 

 

大分県合同輸血療法委員会の開催状況 

平成 23年度 大分県合同輸血療法委員会  （平成 23年 12月 12日） 

・輸血用血液の供給状況について 

・血漿分画製剤の国内自給について 

・血液事業の広域運営について 

・血液製剤使用実態等について 

・アンケート調査について 

・平成 23年度大分県合同輸血療法委員会合同会議について 

 

平成 24年度 第 1回大分県合同輸血療法委員会  （平成 24年 12月 10 日） 

・輸血用血液の供給状況について 

・血漿分画製剤の国内自給について 

・「輸血療法の実施に関する指針」及び「血液製剤の使用指針」一部改正について 

・東日本大震災における東北ブロック血液センターの報告について 

・アンケート調査について 

・施設相互査察について 

・平成 24年度大分県合同輸血療法委員会合同会議について 

・災害に備えたネットワーク作りについて 

 

平成 24年度 第 2回大分県合同輸血療法委員会 （平成 25年 3月 28日） 

・合同輸血療法委員会合同会議の結果報告 

・平成 25年度の年間計画（案）について 

・平成 25年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業に向けた企画等について 

 

平成 25年度 第 1回大分県合同輸血療法委員会  （平成 25年 10月 28 日） 

・輸血用血液の供給状況について 

・血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針の 

全部を改正する件について 

・平成 25年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業の応募結果について 

・九州８県合同輸血療法委員会関係者会設立に向けての対応について 

・アンケート調査について 

・平成 25年度大分県合同輸血療法委員会合同会議について 

・施設研修会について 

・輸血療法適正化説明会について 

・輸血ネットワーク作業部会（仮）について 

 

平成 25年度 第 2回大分県合同輸血療法委員会  （平成 26年 3月 14日） 



・合同輸血療法委員会合同会議の結果報告 

・平成 26年度の年間計画（案）について 

・平成 26年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業に向けた企画等について 

・災害に対するネットワーク構築について、継続して行うことを確認 

 

平成 26 年度 第 1 回合同輸血療法委員会 （平成 26 年 11 月 17 日） 

・輸血用血液の供給状況について 

・平成 26 年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業の応募結果について 

・九州８県合同輸血療法委員会関係者会（仮称）の準備について 

・災害時輸血ネットワーク分化会連絡会について 

・アンケート調査について（平成 26 年 5 月実施）の結果について 

・疾患別、年代別輸血状況調査について 

・平成 26 年度大分県合同輸血療法委員会合同会議について 

・施設研修会について 

・輸血療法適正化説明会について 

 

平成 26 年度 第 2 回合同輸血療法委員会 （平成 27 年 2 月 16 日） 

・大分県合同輸血療法委員会合同会議の結果報告について 

・平成 27 年度の年間計画（案）について 

・平成 27 年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業に向けた企画等について 

 

平成 27 年度 第 1 回合同輸血療法委員会 （平成 27 年 10 月 1 日） 

・大分県合同輸血療法委員会要綱の委員の変更について 

・輸血用血液の供給状況について 

・平成 27年度九州各県合同輸血療法委員会関係者会について 

・(公社)大分県臨床検査技師会の災害時の対応について 

・アンケート調査について 

・平成 27 年度大分県合同輸血療法委員会合同会議について 

・アドバイザー派遣事業について 

・輸血療法適正化説明会について 

 

平成 27 年度 第 2 回合同輸血療法委員会 （平成 28 年 3 月 7 日） 

・平成 27年度大分県合同輸血療法委員会合同会議について 

・平成 28 年度の年間計画（案）について 

・平成 28年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業について 

・その他 献血推進事業について 

 

平成 28 年度 第 1回合同輸血療法委員会 （平成 28 年 10 月 19 日） 

・大分県合同輸血療法委員会要綱の委員の変更について 

・平成 28年度九州各県合同輸血療法委員会関係者会について 



・平成 26 年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業の応募結果について 

・アンケート調査について 

・平成 28年度大分県合同輸血療法委員会合同会議について 

・アドバイザー派遣事業について 

・（公社）大分県臨床検査技師会の災害対応について 

・輸血療法適正化説明会について 

 

平成 28 年度 第 2 回合同輸血療法委員会 （平成 29 年 2 月 23 日） 

・大分県合同輸血療法委員会合同会議の報告 

・輸血療法適正化説明会の報告 

・災害対応について報告 

・平成 28年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業について報告 

・年間計画（案）について 

・平成 29年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業の応募について 

・看護師ＷＧの立ち上げについて 

・秋季シンポジウム市民講座の｢大分県合同輸血療法委員会｣の後援について 

・委員長の改選について 

 

 

大分県合同輸血療法委員会合同会議の開催状況 

平成 23年度 大分県合同輸血療法委員会合同会議（平成 23年 3月 24日 参加人数 68名） 

【報告】 ・アンケート調査結果について 

（大分県赤十字血液センター 学術・情報品質課 重田 かおり） 

【一般演題】・当院の血液製剤使用状況について 

（大分市医師会立アルメイダ病院 輸血部長 大野 栄治） 

・院内輸血療法委員会の活動状況について 

（大分大学医学部附属病院 輸血部副部長 緒方 正男） 

・大分県立病院の I&Aについて 

（大分県立病院 輸血部 河野 節美、血液内科部長 佐分利 能生） 

【特別講演】・福岡県合同輸血療法委員会の歩みと血液製剤の適正使用 

（福岡県赤十字血液センター技術顧問 佐川 公矯） 

 

平成 24年度 大分県合同輸血療法委員会合同会議（平成 25年 2月 10日 参加人数 73名） 

【報告】   ・アンケート調査結果について 

（大分県赤十字血液センター 学術・品質情報課 重田 かおり） 

【一般演題】・当院における輸血療法の院内監査について 

（大分県立病院輸血部 主任臨床検査技師 森 弥生） 

・I&A受審への勧めと災害時での思案 

（大分県済生会日田病院臨床検査部 主任  葦苅 巌） 

・当院における災害対策―輸血について― 



（大分市医師会立アルメイダ病院救急科部長 秋月 登） 

【特別講演】・「非常事態での病院機能と輸血安全対策」 

（福島県立医科大学 医学部長 大戸 斉） 

 

平成 25年度 大分県合同輸血療法委員会合同会議（平成 26年 2月 9日 参加人数 80名） 

【報告】   ・アンケート調査結果について 

（大分県赤十字血液センター 学術・品質情報課 重田 かおり） 

【一般演題】・廃棄血ゼロに向けての取り組み 

（大分県厚生連鶴見病院 中央検査部臨床検査科  寺田 和美） 

・適正使用を目指して－血漿交換療法における使用量削減の取り組み－ 

（大分市医師会立アルメイダ病院 臨床検査部  関 恵美） 

・当院における血液製剤使用動向についての検討 

（大分県立病院 血液内科部  井谷 和人） 

・災害時における輸血ネットワークの構築に向けて  

（大分県臨床検査技師会  葦苅 巌） 

【特別講演】・「本邦における輸血療法の現状と国内自給について」 

（国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 輸血部長 牧野 茂義） 

 

平成 26 年度 大分県合同輸血療法委員会合同会議（平成 27 年 1 月 31 日 参加人数 88 名） 

【報告】  ・アンケート調査結果について 

（大分県赤十字血液センター 学術・品質情報課 渡辺 芳文） 

【一般演題】・2011 年以降当院の血小板輸血が増えている理由？ 

（大分県厚生連鶴見病院 血液内科部長 中山 俊之） 

・当院における輸血後感染症検査の実施率向上への取り組み 

（大分県立病院 輸血部 富松 貴裕） 

・当院における災害時の輸血体制 

（大分市医師会立アルメイダ病院 臨床検査科 佐藤 まゆみ） 

【特別講演】・「血小板輸血の指針と最新知見」 

（慶応義塾大学医学部研究科 輸血・細胞療法センター教授 

／センター長 半田 誠） 

 

平成 27 年度 大分県合同輸血療法委員会合同会議（平成 28 年 1 月 16 日 参加人数 95 名） 

【報告】  ・アンケート調査結果について 

（大分県赤十字血液センター 学術・品質情報課 吉武 成彦） 

【一般演題】・県立病院における輸血部安全管理体制の変遷 

（大分県立病院 臨床検査技術部 河野 節美） 

・当院における臨床輸血看護師の役割について 

(大分記念病院 工藤美由紀) 

・産科危機的出血の対応に関する県内分娩取扱機関の対応 

(大分市医師会立アルメイダ病院統括産科婦人科部長兼産科部長 



・地域周産期母子医療センター長 馬場 眞澄) 

【特別講演】・福岡県合同輸血療法委員会における自己血輸血の取り組み 

（福岡大学病院 輸血部長 熊川 みどり） 

 

平成 28年度 大分県合同輸血療法委員会合同会議（平成 29年 1 月 21 日 参加人数 99 名） 

【報告】  ・アンケート調査結果について 

（大分県赤十字血液センター 学術・品質情報課 吉武 成彦） 

【一般演題】･当院における外来患者の輸血実施状況及び輸血情報カードの運用について 

（大分県立病院 輸血部 富松 貴裕） 

・在宅輸血について 

（やまおか在宅クリニック 院長 山岡 憲夫） 

 【特別講演】・合同輸血療法委員会における看護師の役割について 

（神鋼記念病院 松本 真弓） 

・在宅輸血・中小医療機関の輸血療法への取り組みについて 

（青森県立中央病院 北澤淳一） 

 

輸血療法アドバイザー派遣状況 

《平成２７年度派遣実績》 

 施設①（東部医療圏内医療機関、一般病床１６床） 

派遣希望理由：輸血の体制の整備 

 施設②（中部医療圏内医療機関、一般病床１０床、療養病床９床） 

派遣希望理由：輸血症例が増えているので、輸血に関する留意点や管理体制への助言を希望 

   講義等の内容：血液製剤の適正使用、血液製剤の取扱いや輸血療法の注意点について講義 

 施設③（西部医療圏内医療機関、一般病床２６床、療養病床２５床） 

派遣希望理由：輸血の準備から実施についての講義を希望 

 

《平成２８年度派遣実績》 

施設①（中部医療圏内医療機関、一般病床４０床）  

派遣希望理由：輸血に関する講義を希望 

施設②（西部医療圏内医療機関、一般病床１９床） 

派遣希望理由： 輸血実施方法の確認、検査方法の見直しのための講義を希望 

施設③（北部医療圏内医療機関、一般病床２５０床） 

派遣希望理由：輸血療法委員会メンバーのスキルアップと医師の血液製剤適正使用の徹底  

施設④（南部医療圏内医療機関、一般病床７２床） 

派遣希望理由： 血液製剤の適正使用と安全な輸血両方についての講義を希望 

施設⑤（北部医療圏内医療機関、一般病床４６床） 

派遣希望理由：輸血が病院に届いてからの管理と注意点・輸血前中後の注意ポイント・ 

輸血の対象患者と効果、副作用・他の輸液との関連など 

施設⑥（西部医療圏内医療機関、一般病床４７床） 

派遣希望理由： 血液製剤の使用にあたっての講義と輸血検査についての講義を希望 



施設⑦（中部医療圏内医療機関、一般病床４９床、療養病床69床） 

派遣希望理由：血液製剤の適正使用、血液製剤の取り扱いの研修 

施設⑧（北部医療圏内医療機関、一般病床９３床） 

派遣希望理由：輸血の適応基準、輸血に対する意識の統一 

 

輸血療法適正化説明会の実施状況（近年の状況） 

※昭和 62 年から毎年、医療機関の医師等を対象に実施 

平成 17年度  場所：臼杵、佐伯、豊後大野、中津 

平成 18年度  場所：国東、日田・玖珠、大分 

平成 19年度  場所：別府・日出・由布、竹田、宇佐・高田 

平成 20年度  場所：臼杵、佐伯、豊後大野・竹田、中津 

講師：独立行政法人国立病院機構西別府病院院長 菊池 博 

平成 21年度  場所：日田・玖珠（3月 3日 参加 58名）、大分・由布（3月 12日 参加 126 名、 

3月 16日 参加 89名）、国東（3月 15日 参加 27名） 

講師：独立行政法人国立病院機構西別府病院院長 菊池 博 

平成 22年度   場所：別府（2月 22日 参加人数 144名）、宇佐・高田（3月 10日 参加 53名） 

講師：西別府病院院長 菊池 博、大分県立病院輸血部長 大塚 英一 

平成 23年度  場所：中津（3月 1日 参加人数 57名）、臼杵（3月 8日 参加人数 43名）、 

豊肥地区（3月 22日 参加人数 52名） 

講師：大分県立病院輸血部長 宮崎 泰彦 

平成 24年度 場所：日田・玖珠（2月 25日 参加人数 82名）、 

大分（3月 1日 参加人数 140名、3月 6日 参加人数 95名）、 

佐伯（3月 4日 参加人数 53名） 

講師：大分県立病院輸血部長 宮崎 泰彦 

平成 25年度 場所：別府（2月 24日 参加人数 29名） 

講師：大分県厚生連鶴見病院 血液内科部長 中山 俊之 

平成 26 年度  場所：中津（3 月 11 日 参加人数 29 名） 

講師：大分県立病院血液内科部長 佐分利 能生 

平成 27年度  場所：国東（2月 10日 参加人数 25名） 

講師：大分県厚生連鶴見病院 検体検査科 菊池 博 

大分県赤十字血液センター 渡辺芳文 

場所：臼杵（2月 25日 参加人数 29名） 

講師：大分県立病院血液内科 佐分利能生 

大分大学医学部附属病院医療技術部 立川良昭 

平成 28 年度  場所：豊肥（12月 19日 参加人数 27名） 

講師：大分県立病院血液内科部長 佐分利 能生 

大分県赤十字血液センター 渡辺芳文 

場所：南部（12月 21日 参加人数 10名） 

講師：独立行政法人 地域医療機能推進機構 南海医療センター 卯野規敬 

大分大学医学部附属病院医療技術部 立川良昭 


